ケアジャパン 求人情報
～ 応募前の見学も受け付けています。 ～
平成 30 年 12 月 11 日 更新

就業場所
松山市中央１丁目１７番３５号

デイサービス ハッピー愛媛
ヘルパーステーション ハッピー愛媛
グループホーム ハッピー
居宅介護支援事業所 ハッピー愛媛

松山市北条辻４６３－３

ヘルパーステーション ハッピー愛媛 （ 北条 事務所 ）

松山市余戸東２丁目７番１３号

デイサービス ハッピー余戸
ヘルパーステーション ハッピー余戸
グループホーム ハッピー余戸

松山市南久米町１２８番地１

介護付有料老人ホーム ハッピー南久米

西予市宇和町卯之町４-６５４

ヘルパーステーション ハッピー西予

※ P10 平均要介護度

応募方法
各事業所とも下記の住所へ履歴書（写真貼付）
、職務経歴書をご送付ください。
後日、お電話にて面接日時を連絡させて頂きます。

≪お問い合わせ先≫ 電話：０８９－９１１－０００２
≪履 歴 書 送 付 先≫ 〒791-8015 愛媛県松山市中央１丁目１７番３５号３F
株式会社ケアジャパン
介護事業部 武市

デイサービス
デイ 介護職員 正社員

当社では専門的な

相 談 員

介護サービスを提
供する自立支援型
デイサービスを目
指しています。

■ 相談員

正社員

その実現のために



勤 務 先 ：デイサービス ハッピー愛媛

は、介護過程(アセ



勤務時間：８：１５～１７：４５
※変形労働シフト制

スメント・介護計画
作成・モニタリング

住所：松山市中央１丁目１７番３５号



給

与：１６０，０００円～
※経験と資格により設定させていただきます

等)を熟知した専門
職を 1 人でも多く



賞

育成していくこと



通勤手当：上限 7,000 円まで支給

与：年 2 回

2 ヶ月分～

※車通勤の場合、駐車場代は会社と折半で半額負担になります。

が不可欠です。

（月額：中央 3,000 円）
当社では、
デイサー



休

日：３１日の月は 10 日、他月 9 日

ビス事業を１から

※日曜日定休日、年末年始休日：１２／３１～１／３

学びたい意欲のあ

※リフレッシュ休暇制度あり(勤続３年以上)

る方を募集してお



加入保険：雇用・労災・健康・厚生

ります。



必要資格：介護福祉士・社会福祉士・社会福祉主事・介護支援専門員

未経験の方でも大



必要経験：介護福祉士の場合はデイサービスの常勤職員を２年以上

丈夫です。
私たちと一緒に次
世代のデイサービ
スを作っていきま
しょう。

【デイサービス ハッピー愛媛】
相談員業務の経験が約１年以上の方を募集しています。
■ 給

与：１６０，０００ ＋ α（経験年数考慮）

≪お問い合わせ先≫ 電話：０８９－９１１－０００２
≪履 歴 書 送 付 先≫ 〒791-8015 愛媛県松山市中央１丁目１７番３５号３F
株式会社ケアジャパン
介護事業部 武市

p. 1

デイサービス
介護職員
介デイ
護職
員

正社員

■ 介護職員 正社員


勤 務 先 ：デイサービス ハッピー愛媛



勤務時間：８：１５～１７：４５

住所：松山市中央１丁目１７番３５号

※変形労働シフト制


給

与：１５5，０００円～
※経験と資格により設定させていただきます
※年末年始手当（12/31～1/3）3,000 円/日
※介護福祉士の方は 160,000 円～（経験による）



賞



通勤手当：上限 7,000 円まで支給

与：年 2 回 ２.0 月分～
※車通勤の場合、駐車場代は会社と折半で 3,000 円/月ご負担頂きます



休

日：３１日の月は 10 日、他月 9 日
※日曜日定休日、年末年始休日：１２／３１～１／３
※リフレッシュ休暇制度あり(勤続３年以上)



加入保険：雇用・労災・健康・厚生



必要資格：ヘルパー2 級、介護職員初任者研修以上



試用期間：３ヵ月（この間、同条件）
デイ 介護職員 常勤パート

■ 介護職員 契約社員（常勤パート）


勤 務 先 ：デイサービス ハッピー愛媛



勤務時間：８：１５～１７：４５



時

住所：松山市中央１丁目１７番３５号

給：８２０円～（無料駐車場あり）
※年末年始手当（12/31～1/3）3,000 円/日



休

日：３１日の月は 10 日、他月 9 日
※日曜日定休日、年末年始休日：１２／３１～１／３
※リフレッシュ休暇制度あり(勤続３年以上)



加入保険：雇用・労災・健康・厚生



必要資格：ヘルパー2 級、介護職員初任者研修以上



試用期間：３ヵ月（この間、同条件）

≪お問い合わせ先≫ 電話：０８９－９１１－０００２
≪履 歴 書 送 付 先≫ 〒791-8015 愛媛県松山市中央１丁目１７番３５号３F
株式会社ケアジャパン
介護事業部 武市

p. 2

デイサービス
看護職員
看 護デイ
職員

パート

■ 看護職員 パート


勤 務 先：デイサービス ハッピー余戸



勤務時間：８：１５～１７：４５



時

住所：松山市余戸東２丁目７番１３号

給：1,000 円～1,５00 円（無料駐車場あり）
※経験と資格により設定させていただきます



勤務日数：週３日程度（ご相談に応じます）
※日曜日定休日、年末年始休日：１２／３１～１／３



加入保険：雇用・労災（雇用条件により変更あり）



必要資格：看護師、准看護師



試用期間：３ヵ月（この間、同条件・正社員への登用制度あり）

デイ 機能訓練 パート

機能訓練指導員
■ 機能訓練指導員

パート



勤 務 先：デイサービス ハッピー余戸



勤務時間：9：30～16：30（ご相談に応じます）



時

住所：松山市余戸東２丁目７番１３号

給：1,200～1,800 円（無料駐車場あり）
※経験と資格により設定させていただきます



勤務日数：週 3 日程度（ご相談に応じます）
※日曜日定休日、年末年始休日：１２／３１～１／３



加入保険：雇用・労災（雇用条件により変更あり）



必要資格：作業療法士、理学療法士、看護師



必要経験：看護師の場合のみ機能訓練指導の経験



試用期間：３ヵ月（この間、同条件・正社員への登用制度あり）

≪お問い合わせ先≫ 電話：０８９－９１１－０００２
≪履 歴 書 送 付 先≫ 〒791-8015 愛媛県松山市中央１丁目１７番３５号３F
株式会社ケアジャパン
介護事業部 武市

p. 3

ヘルパーステーション
ST サ責 正社員

当社では 24 時間在

訪問介護員

宅ケアを目指して
います。
その実現のために
は、単なる 24 時間
体制を作るのでは

■ サービス提供責任者 正社員


勤 務 先：ヘルパーステーションハッピー愛媛
ヘルパーステーションハッピー西予



勤務時間：８：３０～１７：３０

なく、
まずご利用者
の起床から就寝ま
での日中の日常生
活において、1 日複



給

数回、
短時間の訪問

問介護サービス」
の



賞



通勤手当：上限７，０００円まで支給



休

日：週休 2 日制（勤務シフトによる）
※リフレッシュ休暇制度あり(勤続３年以上)

そこに訪問リハビ
サービス、
配食サー

与：年 2 回 ２ヶ月分～
※車通勤の場合、駐車場代は会社と折半で 3,000 円／月ご負担頂きます

普及が不可欠です。

リ、訪問看護、デイ

※業務により勤務時間の変更があります
与：１６５，０００円～（業務手当を含む）
※経験と資格により設定させていただきます
※年末年始手当（12/31～1/3）3,000 円/日

介護を毎日提供す
る
「日中の巡回型訪

住所：松山市中央１丁目１７番３５号
住所：西予市卯之町４-６５４
（フジ宇和店内）





加入保険：雇用・労災・健康・厚生
必要資格：介護福祉士
ST 登録
試用期間：３ヵ月（この間、同条件）

ビスを組合わせる

北条 方面も募集

ことによって、
在宅
であっても施設と
同様の安心感を提
供できるものと考

!!

■ 訪問介護員(登録ヘルパー)


勤 務 先：ヘルパーステーションハッピー余戸

住所：松山市余戸東２丁目７番１３号

ヘルパーステーションハッピー愛媛

住所：松山市中央１丁目１７番 35 号

えています。

（北条事務所）
ヘルパーステーションハッピー西予

そういう本物の訪
問介護を実現する

住所：松山市北条辻 463-3



住所：西予市宇和町卯之町４-６５４

勤務時間：７：３０～１９：３０くらいの時間帯の中で、働ける方

ために、
在宅が好き

※利用者様宅へ、直行・直帰でお仕事をしていただきます。

だという介護職員

空いている時間を有効活用して働きたい方に向いています。

の方を募集してお



時

給：１，１３０円～１，９１５円※通勤手当を含みます
※年末年始（12/31～1/3）25％増

ります。



必要資格：ヘルパー２級、介護職員初任者研修修了
※資格がない場合は介護保険外（実費）のお仕事をお願いします。



試用期間：２ヵ月（この間、同条件）

≪お問い合わせ先≫ 電話：０８９－９１１－０００２
≪履 歴 書 送 付 先≫ 〒791-8015 愛媛県松山市中央１丁目１７番３５号３F
株式会社ケアジャパン
介護事業部 武市

p. 4

グループホーム
GH 介護職員 正社員
最先端のケア形態

介護職員

がグループホーム
(認知症対応型共同
生活介護)です。

■ 介護職員 正社員

なぜなら、
自立支援



勤 務 先：グループホーム ハッピー



グループホーム ハッピー余戸
住所：松山市余戸東２丁目７番１３号
勤務時間：① ７：００～１６：００
②8：３０～１７：３０
③１１：００～２０：００

の介護は、
単なる３
大介護といわれる
食事・入浴・排泄の

住所：松山市中央１丁目１７番３５号

介助を提供するだ

中央夜勤 ④１７：００～翌１０：００ または１６：００～翌 ９：００

けではなく、
より日

余戸夜勤 ④１７：００～翌１０：００ または１６：３０～翌 ９：３０

常生活に近い環境



給

与：１５５，０００円～

で、
日常生活行為そ

※経験と資格により設定させていただきます

のものをケアと位

※夜勤手当 3,500 円/回

置付け、
掃除・洗濯・

※年末年始手当（12/31～1/3）3,000 円/日

調理・買い物等の家

※介護福祉士の方は 1６０,000～（経験による）

事行為もスタッフ



賞

と一緒に行うこと



通勤手当：上限 7,000 円まで支給
※車通勤の場合、駐車場代は会社と折半で半額負担になります。

によって、
ご利用者

（月額：中央 3,000 円 余戸 2,500 円）

の持つ潜在能力を
引き出し、
認知症の



した、
究極の介護サ
ービスと言えるか

休

日：週休２日制（勤務シフトによる）
※リフレッシュ休暇制度あり(勤続３年以上)

進行の緩和、ADL
の維持向上を目指

与：年 2 回 2 ヶ月分～



加入保険：雇用・労災・健康・厚生



必要資格：ヘルパー２級、介護職員初任者研修以上



試用期間：３ヵ月（この間、同条件）

らです。
介護業務が好きで、
介護支援専門員の
資格をお持ちの方、
グループホームで
認知症ケアのマネ
ジメントに挑戦し
てみませんか。

≪お問い合わせ先≫ 電話：０８９－９１１－０００２
≪履 歴 書 送 付 先≫ 〒791-8015 愛媛県松山市中央１丁目１７番３５号３F
株式会社ケアジャパン
介護事業部 武市

p. 5

グループホーム
GH 介護職員 常勤パート

介護職員
■ 介護職員 契約社員（常勤パート）


勤 務 先：グループホーム ハッピー

住所：松山市中央１丁目１７番３５号

グループホーム ハッピー余戸


勤務時間：①７：００～１６：００

住所：松山市余戸東２丁目７番１３号

②8：３０～１７：３０

③１１：００～２０：００
中央夜勤 ④１７：００～翌１０：００ または１６：００～翌 ９：００
余戸夜勤 ④１７：００～翌１０：００ または１６：３０～翌 ９：３０


時

給：８２０円～（無料駐車場あり）
※年末年始手当（12/31～1/3）3,000 円/日



夜 勤 給：1 回１５，０００円



勤務日数：週５日 土日勤務可能な方歓迎!!
※リフレッシュ休暇制度あり(勤続３年以上)



加入保険：雇用・労災・健康・厚生



必要資格：ヘルパー２級、介護職員初任者研修以上
GH 介護職員 パート
試用期間：３ヵ月（この間、同条件・正社員への登用制度あり）



■ 介護職員 パート


勤 務 先：グループホーム ハッピー

住所：松山市中央１丁目１７番３５号

グループホーム ハッピー余戸


勤務時間：①７：００～１６：００

住所：松山市余戸東２丁目７番１３号

②8：３０～１７：３０

③１１：００～２０：００
中央夜勤 ④１７：００～翌１０：００ または１６：００～翌 ９：００
余戸夜勤 ④１７：００～翌１０：００ または１６：３０～翌 ９：３０


時

給：８２０円～（無料駐車場あり）
※年末年始手当（12/31～1/3）3,000 円/日



夜 勤 給：1 回１５，０００円



勤務日数：週３日（ご相談に応じます） 土日勤務可能な方歓迎!!



加入保険：雇用・労災



必要資格：ヘルパー２級、介護職員初任者研修以上



試用期間：３ヵ月（この間、同条件・正社員への登用制度あり）

≪お問い合わせ先≫ 電話：０８９－９１１－０００２
≪履 歴 書 送 付 先≫ 〒791-8015 愛媛県松山市中央１丁目１７番３５号３F
株式会社ケアジャパン
介護事業部 武市

p. 6

居宅介護支援
利用者の心身の状

ケアマネージャー

態や環境を把握し、
自立した自宅での
日常生活が送れる
ように適切なサー
ビスを紹介させて

現在、募集はありません。

頂き、
支援するケア
マネージャーを募
集しています。
利用者やご家族様
の意向を尊重して
サービスや事業所
を選定します。
利用
者に係る事業所や
関係機関との連絡
や調整を行い、
連携
をとることで、きめ
細やかな支援をし
ていきます。
さらに、より安心し
てご利用者が生活
できるよう、
常に専
門性や技術を高め
るよう、研修もかか
せません。

≪お問い合わせ先≫ 電話：０８９－９１１－０００２
≪履 歴 書 送 付 先≫ 〒791-8015 愛媛県松山市中央１丁目１７番３５号３F
株式会社ケアジャパン
介護事業部 武市

p. 7

介護付有料老人ホーム
ハッピー南久米
南久米 看護職員 正社員
最先端のケア形態
がグループホーム
(認知症対応型共同
生活介護)です。

■ 看護職員 正社員


勤 務 先：介護付有料老人ホームハッピー南久米 住所：松山市南久米町１２８番地１



勤務時間：①８：３０～１７：３０



給

②９：００～１８：００

与：１９５，０００円～２４５，０００円（諸手当含む）

なぜなら、
自立支援

※経験と資格により設定させていただきます。

の介護は、
単なる３

※オンコール 1,000 円／日

大介護といわれる

※年末年始手当（12/31～1/3）3,000 円/日

食事・入浴・排泄の



賞

介助を提供するだ



通勤手当：上限７，０００円まで支給

けではなく、
より日
常生活に近い環境

与：年 2 回計 1.5 ヶ月分～
※車通勤の場合、駐車場代は会社と折半で 2,500 円/月ご負担頂きます



休

で、
日常生活行為そ

日：週休２日制（勤務シフトによる）
※リフレッシュ休暇制度あり(勤続３年以上)

のものをケアと位



加入保険：雇用・労災・健康・厚生

置付け、
掃除・洗濯・



必要資格：看護師又は准看護師

調理・買い物等の家



試用期間：３ヵ月（この間、同条件）

事行為もスタッフ

南久米 介護職員 正社員

と一緒に行うこと

介護職員

によって、
ご利用者
の持つ潜在能力を
引き出し、
認知症の
進行の緩和、ADL
の維持向上を目指
した、
究極の介護サ
ービスと言えるか
らです。

■ 介護職員 正社員


勤 務 先：介護付有料老人ホームハッピー南久米 住所：松山市南久米町１２８番地１



勤務時間：①８：00～１７：30
③11：00～20：00



給

②７：00～16：00
④１７：00～10：00（16:30～9:30）

与：１５５，０００円～
※経験と資格により設定させていただきます
※夜勤手当 4,000 円／回
※年末年始手当（12/31～1/3）3,000 円/日
※介護福祉士の方は 1６０,000～（経験による）



賞



通勤手当：上限７０００円／月

与：年 2 回 ２ヶ月分～
※車通勤の場合、駐車場代は会社と折半で 2,500 円/月ご負担頂きます



休

日：週休２日制（勤務シフトによる）
※リフレッシュ休暇制度あり(勤続３年以上)



加入保険：雇用・労災・健康・厚生



必要資格：ヘルパー2 級、介護職員初任者研修以上



試用期間：３ヵ月（この間、同条件）

≪お問い合わせ先≫ 電話：０８９－９１１－０００２
≪履 歴 書 送 付 先≫ 〒791-8015 愛媛県松山市中央１丁目１７番３５号３F
株式会社ケアジャパン
介護事業部 武市
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介護付有料老人ホーム ハッピー南久米
南久米 介護職員 常勤パート

介護職員
■ 介護職員 契約社員（常勤パート）


勤 務 先：介護付有料老人ホームハッピー南久米 住所：松山市南久米町１２８番地１



勤務時間：①７：００～１６：００
③１１：００～２０：００



時

②９：００～１８：００
④１７：００～翌１０：００

給：８２０円～（無料駐車場あり）
※年末年始手当（12/31～1/3）3,000 円/日



夜 勤 給：1 回１５，０００円



勤務日数：週５日（勤務シフトによる）
※リフレッシュ休暇制度あり(勤続３年以上)



加入保険：雇用・労災・健康・厚生



必要資格：ヘルパー２級、介護職員初任者研修以上



試用期間：３ヵ月（この間、同条件・正社員への登用制度あり）
南久米 介護職員 パート

■ 介護職員 パート


勤 務 先：介護付有料老人ホームハッピー南久米 住所：松山市南久米町１２８番地１



勤務時間：①７：００～１６：００
③１１：００～２０：００



時

②９：００～１８：００
④１７：００～翌１０：００

給：８２０円（無料駐車場あり）
※年末年始手当（12/31～1/3）3,000 円/日



夜 勤 給：1 回１５，０００円



勤務日数：週３日程度（ご相談に応じます） 土日勤務可能な方歓迎!!



加入保険：雇用・労災



必要資格：ヘルパー２級、介護職員初任者研修以上



試用期間：３ヵ月（この間、同条件・正社員への登用制度あり）

≪お問い合わせ先≫ 電話：０８９－９１１－０００２
≪履 歴 書 送 付 先≫ 〒791-8015 愛媛県松山市中央１丁目１７番３５号３F
株式会社ケアジャパン
介護事業部 武市
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・平均要介護度
・１日の平均利用者人数

デイサービス

（平成３０年 １０月分）

平均要介護度

１日の平均利用者人数

ハッピー愛媛

１．５

２８．５

ハッピー余戸

１．５

１４．７

平均要介護度

１日の平均稼働数

ハッピー愛媛
（北条事務所を含む）

１．３

７９．０

ハッピー余戸

１．２

２８．７

ハッピー西予

１．６

１８．７

平均要介護度

ユニット

ヘルパーステーション

グループホーム
ハッピー

３．０

ハッピー余戸

２．６

６名 × １ユニット
９名 × １ユニット
９名 × ２ユニット

≪お問い合わせ先≫ 電話：０８９－９１１－０００２
≪履 歴 書 送 付 先≫ 〒791-8015 愛媛県松山市中央１丁目１７番３５号３F
株式会社ケアジャパン
介護事業部 武市
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